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(57)【要約】
【課題】本発明は、加湿装置使用初期時の生乾き臭の発
生を抑制することを目的とするものである。
【解決手段】本体ケース４内に設けられた加湿手段８と
、この加湿手段８に空気を送る送風手段とを備え、この
加湿手段８は、加湿水９が収納された加湿容器１０と、
一端が加湿水９に浸漬され、加湿水９を吸水する加湿フ
ィルタ１２と、この加湿フィルタ１２が着脱自在に装着
された支持体１３とを有し、支持体１３の表面の少なく
とも一部に第１の抗菌性金属１４を設けたものであるの
で、加湿装置使用初期時の生乾き臭の発生を抑制するこ
とができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体ケースと、この本体ケース内に設けられた加湿手段と、前記加湿手段に空気を送る送
風手段とを備え、前記加湿手段は、加湿水が収納された加湿容器と、一端が前記加湿水に
浸漬され、前記加湿水を吸水する加湿フィルタと、前記加湿フィルタが着脱自在に装着さ
れた支持体とを有し、前記支持体の表面の少なくとも一部に、第１の抗菌性金属を設けた
ことを特徴とする加湿装置。
【請求項２】
前記支持体の表面全部が、前記第１の抗菌性金属で覆われたことを特徴とする請求項１に
記載の加湿装置。
【請求項３】
前記支持体において、前記支持体と前記加湿フィルタが接触する接触部には、前記第１の
抗菌性金属を設けたことを特徴とする請求項１または２に記載の加湿装置。
【請求項４】
前記支持体は、前記第１の抗菌性金属と、前記第１の抗菌性金属とイオン化傾向が異なる
第２の抗菌性金属とを有することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の加湿
装置。
【請求項５】
前記支持体は、前記第１の抗菌性金属と、前記第２の抗菌性金属とを有し、前記第１の抗
菌性金属と前記第２の抗菌性金属は電気的に接続されていることを特徴とする請求項４に
記載の加湿装置。
【請求項６】
前記支持体は、前記第１の抗菌性金属と、前記第２の抗菌性金属とを有し、前記第１の抗
菌性金属と前記第２の抗菌性金属との間に導電体を有することを特徴とする請求項４、ま
たは５に記載の加湿装置。
【請求項７】
前記支持体の表面に凹凸を有することを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の
加湿装置。
【請求項８】
前記第１の抗菌性金属は亜鉛又は、その合金であることを特徴とする請求項１～７のいず
れか一つに記載の加湿装置。
【請求項９】
前記第２の抗菌性金属は銅又は、その合金であることを特徴とする請求項４～８のいずれ
か一つに記載の加湿装置。
【請求項１０】
前記加湿フィルタは不織布又は、立体編物であることを特徴とする請求項１～９のいずれ
か一つに記載の加湿装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内空気の加湿を行う加湿装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の加湿装置は、本体ケースと、この本体ケース内に設けられた加湿手段と、この加
湿手段に空気を送る送風手段とを備え、前記加湿手段は、加湿水が収納された加湿容器と
、一端が加湿水に浸漬され、加湿水を吸水する加湿フィルタと、加湿フィルタに着脱自在
に装着された支持体とを有する構造であった（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１０－１６４２０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来例における課題は、加湿装置使用初期において、僅かながらの生乾き臭が発生
するということであった。
【０００５】
　すなわち、加湿装置起動初期の状態において、加湿体は下端が加湿水に浸漬されている
状態であるが、この加湿体の上端部は、加湿水の蒸発がすすみ、生乾き状態となっている
。
【０００６】
　従って、この状態において、加湿装置を使用すると、生乾き状態である加湿体の上端部
にも送風手段から風が送風され、その結果として、生乾き臭のする空気が加湿用の排気口
から室内に放出されることになるのである。
【０００７】
　これは、加湿初期に発生する生乾き臭としてよく知られているもので、その対策が求め
られている。
【０００８】
　そこで、本発明は、この臭気の発生を抑制することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そして、この目的を達成するために本発明は、本体ケースと、この本体ケース内に設け
られた加湿手段と、この加湿手段に空気を送る送風手段とを備え、この加湿手段は、加湿
水が収納された加湿容器と、一端が加湿水に浸漬され、加湿水を吸水する加湿フィルタと
、この加湿フィルタが着脱自在に装着された支持体とを有し、前記支持体の表面の少なく
とも一部に第１の抗菌性金属を設けることで、所期の目的を達成するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　以上のように本発明は、本体ケースと、この本体ケース内に設けられた加湿手段と、こ
の加湿手段に空気を送る送風手段とを備え、この加湿手段は、加湿水が収納された加湿容
器と、一端が加湿水に浸漬され、加湿水を吸水する加湿フィルタと、この加湿フィルタが
着脱自在に装着された支持体とを有し、支持体の表面の少なくとも一部に第１の抗菌性金
属を設けたものであるので、加湿装置使用初期時の生乾き臭の発生を抑制することができ
る。
【００１１】
　すなわち、本発明においては、加湿フィルタを支持する支持体の表面に第１の抗菌性金
属を設けることにより、加湿水中の菌を除菌することができる。
【００１２】
　また、支持体の表面に第１、第２の抗菌性金属を設けるとともに、これらの第１、第２
の抗菌性金属に電流が流れるように、第１の抗菌性金属と第２の抗菌性金属はイオン化傾
向が異なる金属を選択することで、イオン化傾向の高い金属から、イオン化傾向の低い金
属へ、電子が流れることにより、微弱な電場が生じるため、水中で帯電している菌やカビ
などの物質は金属に引き寄せられ水中から除去することができる。
【００１３】
　そのため、加湿装置使用初期時の生乾き臭の発生を抑制する効果が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態１における加湿装置を設置する屋内の斜視図
【図２】同加湿器の構成を示す分解斜視図
【図３】同加湿器の構成を示す側断面図
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【図４】同加湿器の支持体斜視図
【図５】同加湿器の加湿フィルタを装着した支持体の斜視図
【図６】同加湿器の支持体要部断面図
【図７】同加湿器の支持体要部断面図
【図８】同加湿器の支持体要部断面図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１６】
　本発明にかかる加湿装置は、図１の部屋１のような屋内の床２に設置し、室内を加湿す
るものである。
【００１７】
　図２は、図１における加湿装置３の分解図を示している。プラスチック製の本体ケース
４の吸気口５から空気を流入させ、集じんフィルタ６で空気中のチリなどを取り除く。次
に、脱臭フィルタ７内に充填された活性炭で臭気成分が吸着され、この結果として空気が
浄化される。
【００１８】
　その後、本体ケース４内に設けられた送風手段により、空気は加湿手段８に送られる。
【００１９】
　この加湿手段８は、図２、図３のごとく、加湿水９が収納されたプラスチック製の加湿
容器１０と、吸水タンク１１と、一端が加湿水９に浸漬され、加湿水９を吸水する不織布
などの合成繊維製の加湿フィルタ１２を有する。
【００２０】
　この加湿フィルタ１２は、左右が開口した筒状体となっており、図４に示す四角枠状の
支持体１３の上辺１３ａ、下辺１３ｂの外周に、図５のごとく、側方から着脱自在に装着
されている。
【００２１】
　支持体１３を構成する上辺１３ａ、下辺１３ｂの表面の少なくとも一部には、図６のご
とく、第１の抗菌性金属１４を設けることで、加湿水９中の微生物を、抗菌性金属により
殺菌することができ、その結果として、加湿装置の使用初期における加湿フィルタ１２か
らの生乾き臭を防止することができる。
【００２２】
　そして、このように加湿装置の使用初期における生乾き臭を防止した状態で、湿度を多
く含んだ空気を、図３に示す加湿装置の側面図に示すように、排気経路１５を通過し、排
気口１６へと、流出させるものである。
【００２３】
　上述のごとく本実施形態によれば、水を吸水した加湿フィルタ１２に空気が通過するが
、このとき、空気中に菌やカビ、ホコリなどの物質が含まれる場合、それらが加湿フィル
タ１２に衝突、付着する。
【００２４】
　そして、加湿フィルタ１２に付着した菌やカビは、酸素や湿分、養分を得ることにより
増殖するが、本実施形態によれば、加湿フィルタ１２を支持する支持体１３を構成する上
辺１３ａ、下辺１３ｂの表面の少なくとも一部には、図６のごとく、第１の抗菌性金属１
４を設けることで、前記菌やカビの増殖も防止することができ、この点からも、臭気発生
を抑制できる。
【００２５】
　なお、支持体１３の表面全部を、第１の抗菌性金属１４で覆っても良く、そのようにす
れば、支持体１３において、第１の抗菌性金属１４で覆われている表面積が増加すること
で、加湿容器１０中の加湿水９又は、加湿フィルタ１２中の加湿水９と、第１の抗菌性金
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属１４とが接触しやすくなり、水中の菌やカビを除菌する効果が高まる。
【００２６】
　なお、支持体１３の上辺１３ａ、下辺１３ｂの外周においては、図６のごとく、加湿フ
ィルタ１２が接触する最上部、あるいは最下部には、必ず、第１の抗菌性金属１４を設け
ることが好ましく、これにより、加湿フィルタ１２中の加湿水９と、第１の抗菌性金属１
４とが接触しやすくなり、水中の菌やカビを除菌する効果が高まる。
【００２７】
　なお、支持体１３を構成する上辺１３ａ、下辺１３ｂの表面には、図６に示すように、
第１の抗菌性金属１４と、第１の抗菌性金属１４とイオン化傾向が異なる第２の抗菌性金
属１７を近接配置しても良い。これにより、例えば、イオン化傾向の高い第１の抗菌性金
属１４から、イオン化傾向の低い第２の抗菌性金属１７へ、電子が流れることにより、微
弱な電場が生じるため、水中で帯電している菌やカビなどの物質は金属に引き寄せられ水
中から除去される。また、金属表面において、わずかに溶出する金属イオンの抗菌作用に
より、死滅させることもできる。
【００２８】
　なお、図６に示す、第１の抗菌性金属１４と、第２の抗菌性金属１７とを電気的に接続
されていても良い。また、図８のように、第１の抗菌性金属１４と第２の抗菌性金属１７
との間に導電体１８を設け、この導電体１８を介して第１の抗菌性金属１４と第２の抗菌
性金属１７を電気的に接続しても良い。
【００２９】
　いずれの場合も、第１の抗菌性金属１４と第２の抗菌性金属１７のイオン化傾向が異な
ることにより、２つの金属間に電流が流れるため、除菌効果が高まる。なお、導電体１８
は特に限定されるものではなく、炭素などの電流を通しやすい物質であれば良い。
【００３０】
　なお、図８のように、支持体１３を構成する上辺１３ａ、下辺１３ｂの表面に凹凸を設
けても良い。これにより、支持体１３を構成する上辺１３ａ、下辺１３ｂの表面積が増加
することで、第１の抗菌性金属１４または第２の抗菌性金属１７が、加湿容器１０中の加
湿水９又は、加湿フィルタ１２中の加湿水９と接触しやすくなり、水中の菌やカビの増殖
をより防止する効果が高まる。
【００３１】
　更に、加湿フィルタ１２を支持体１３に装着する際に、上辺１３ａ、下辺１３ｂの表面
の凹凸において、凸部分と加湿フィルタ１２のみが接することになるので、接触が低減す
る。そのため、着脱がしやすいという効果も得られるものである。
【００３２】
　なお、支持体１３は、第１の抗菌性金属１４は亜鉛であっても良い。また、第２の抗菌
性金属１７は銅又は、その合金であっても良い。第１の抗菌性金属１４と第２の抗菌性金
属１７とは、これに限定されるものではなく、銀、同、亜鉛、ニッケル、コバルトなどや
、これらの合金などであっても良い。なお、これらに限定されること無く、電流が流れる
ように、第１の抗菌性金属１４と第２の抗菌性金属１７はイオン化傾向が異なる金属を選
択することができる。
【００３３】
　なお、加湿フィルタ１２は不織布又は、立体編物であっても良い。
【００３４】
　本実施の形態では、加湿フィルタ１２の形状は左右の開口部を有する筒形状を１例とし
て挙げたが、保水性があり、加湿空気が通過できる面形状であれば、なんら限定されるも
のではない。なお、加湿フィルタ１２は支持体１３に着脱自在に設けられることにより、
ユーザが容易にメンテナンスを行うことで、殺菌された菌や蒸発残留物の付着による加湿
効率の低下を防ぐことができる。
【００３５】
　なお、支持体１３の上辺１３ａ、下辺１３ｂは図４のような２本の樹脂性のポール形状
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と、支持体１３とが接触しやすくなる効果を奏すれば良く、複数本のポールを有するもの
や、複数本のポールを縦横に備えたりする構造であっても良い。なお、ポールに限られる
ものではなく、網形状であっても良い。
【００３６】
　なお、支持体１３は、表面部に抗菌性金属を有していれば良く、支持体１３内部は、第
１の抗菌性金属１４でも、ＡＢＳ等の樹脂などの物質であっても良い。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　以上のごとく、本発明においては、加湿フィルタを支持する支持体の表面に第１の抗菌
性金属を設けることにより、加湿水中の菌を除菌することができる。
【００３８】
　また、支持体の表面に第１、第２の抗菌性金属を設けるとともに、これらの第１、第２
の抗菌性金属が流れるように、第１の抗菌性金属と第２の抗菌性金属はイオン化傾向が異
なる金属を選択することで、イオン化傾向の高い金属から、イオン化傾向の低い金属へ、
電子が流れることにより、微弱な電場が生じるため、水中で帯電している菌やカビなどの
物質は金属に引き寄せられ水中から除去することができる。
【００３９】
　そのため、加湿装置使用初期時の生乾き臭の発生を抑制する効果が向上する。
【００４０】
　したがって、加湿装置や加湿空気清浄機などへの活用が期待される。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　部屋
　２　　床
　３　　加湿装置
　４　　本体ケース
　５　　吸気口
　６　　集じんフィルタ
　７　　脱臭フィルタ
　８　　加湿手段
　９　　加湿水
　１０　加湿容器
　１１　吸水タンク
　１２　加湿フィルタ
　１３　支持体
　１４　第１の抗菌性金属
　１５　排気経路
　１６　排気口
　１７　第２の抗菌性金属
　１８　導電体
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【図５】
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【図７】

【図８】
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